
第5章　数理モデルの構築とシミュ
レーション

CellDesignerは、パスウェイモデルを構築する機能を持つだけでなく、他のツールを必要とせ
ずに、同じソフトウェア内ですぐに数理モデルのシミュレーションを実行できることが大きな
特長となっています。この章では、シンプルな数理モデルを実際に構築し、シミュレーション
を実行してみましょう。数理モデルの構築からシミュレーションの実行までの基本的な手順を
理解できます。

5.1 数理モデルの構築
まず、シンプルな数理モデルとして、次のようなモデルを作成します。

<Fig. 5-1 シンプルな数理モデル>

サンプルファイルのsim2.xmlと同じモデルです。このパスウェイは、4個のタンパク質(A、B、
E、F)、2個の複合体(C、D）、3個のReaction (re1、rel2、rel3)で構成されています。

タンパク質AとBが結合して複合体Cが生成され、複合体Cは複合体Dへと状態が遷移します。
そして、複合体Dがタンパク質EとFに分離するという反応の流れです。

タンパク質と複合体にinitialQuantity(初期量)を設定し、ReactionにKineticLaw(反応速度式)
を設定することで、シミュレーションが可能になります。それぞれの値は以下のとおりです。
○InitialQuantity   ○KineticLaw
　・タンパク質A : 0.5   ・Reaction 1 : k1 * A * B　(k1の初期値は0.3)
　・タンパク質B : 0.2   ・Reaction 2 : k2 *C　(k2の初期値は0.3)
　・複合体C : 0.01   ・Reaction 3 : k3 * D　(k3の初期値は0.3)
　・複合体D : 0.02
　・タンパク質E : 0
　・タンパク質F : 0

5.1.1 コンポーネントの配置
モデルの構築を始めましょう。最初に左側の部分(タンパク質の結合)を配置し、次に右側の部
分(タンパク質の分離)を配置します。そして、最後に必要なコンポーネントどうしを接続しま
す。
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(1) まず、ファイルを新規作成します。ファイル名は「MySim1」にします。サイズはデフォ
ルトのまま(幅600、高さ400)でかまいません。

(2) 左側の部分のコンポーネント(タンパク質2つと複合体1つ)を作成します。タンパク質の名
前は「A」、「B」、複合体の名前は「C」にしてください。また、複合体を活性化させま
す(「Component」＞「Set Active」)。

(3) 右側の部分のコンポーネント(複合体1つとタンパク質2つ)を作成します。複合体の名前は
「D」タンパク質の名前は「E」、「F」にしてください。複合体を活性化させます。2つ
の複合体は、サイズを少し小さくするとよいでしょう。

モデルは次のようになっています。

<Fig. 5-2 コンポーネントの配置(1)>

(4) タンパク質A、Bと複合体Cを「Heterodimer Association」のReactionで接続します。

(5) 複合体CとDを「State Transition」のReactionで接続します。

(6) 最後に、複合体Dとタンパク質E、Fを「Dissociation」のReactionで接続します。

これで、パスウェイモデルが完成しました。

<Fig. 5-3 コンポーネントの配置(2)>

5.1.2 initialQuantityの設定
次のステップとして、タンパク質(A、B)と複合体(C、D)に、それぞれのinitialQuantity(初期
量)を設定します。

ヒント  initialQuantityが0の場合
CellDesignerでは、コンポーネントのデフォルトのinitialQuantityは「0」に
なっています。このため、コンポーネントの初期量が0の場合、特に設定作業は
必要ありません。

(1) タンパク質Aを選択します。下のリストエリアで「Species」タブをクリックし、タンパ
ク質A (id=s1)が選択されていることを確認します。
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<Fig. 5-4 「Species」タブで選択されているタンパク質A>

(2)「Edit」ボタンをクリックします。「Species」ダイアログボックスが表示されます。

(3)「initial...」で「Amount」が選択されていることを確認し、下のボックスに「0.5」と入力
して「Update」をクリックします。

<Fig. 5-5 「Species」ダイアログボックス>

これで、タンパク質Aの初期量が設定されました。リストエリアで、タンパク質Aの
「initialQuantity」列に「0.5」が表示されていることを確認してください。

<Fig. 5-6 リストエリアに表示されたタンパク質Aの初期量>

(4) 同様の方法で、タンパク質B、複合体C、Dの初期量を設定します。それぞれの初期量は、
B=0.2、C=0.01、D=0.02です。

<Fig. 5-7 リストエリアに表示されたタンパク質と複合体の初期量>

以上で、各コンポーネントに必要な初期量を設定できました。
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5.1.3 KineticLawの設定
次のステップとして、3つのReaction (re1、re2、re3)にKineticLaw(反応速度式)を設定しま
しょう。

KineticLawを設定するには、まず、数式内で用いるパラメータを追加することが必要です。次
に、そのパラメータを使用して数式を定義します。

最初に、左側のReaction (re1)のKineticLawを設定します。

■パラメータの追加

(1) 左側のReaction (re1)を右クリックし、「Edit KineticLaw」を選択します。

「KineticLaw」ダイアログボックスが表示されます。

<Fig. 5-8 「KineticLaw」ダイアログボックス>

このダイアログボックスを使用してKineticLawを定義します。数式は一番上の「math」
フィールドに入力します。

まず、係数k1として用いられるパラメータを追加します。

(2)「KineticLaw」ダイアログボックスの一番下のエリアで「Parameters」タブをクリックし
ます。

現在はパラメータが登録されていないので、リストはブランクになっています。

<Fig. 5-9 ブランクのパラメータリスト>
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(3)「New」ボタンをクリックします。「Parameter」ダイアログボックスが表示されます。

(4)「id」フィールドに「k1」を入力します。

(5)「name」フィールドにも「k1」を入力します。

(6)「value」フィールドに、初期値の「0.3」を入力します。

<Fig. 5-10 「Parameter」ダイアログボックス>

(7)「Add」ボタンをクリックします。

これで、idと名前が「k1」で初期値が「0.3」のパラメータが作成されました。

参 照 「Predefined Function」の使い方
「KineticLaw」ダイアログボックスの「Predefined Functions」の使い方につ
いては、5-7ページあるコラム「Predefined Functions」を参照してくださ
い。

■数式の定義

次に、数式を入力します。このKineticLawは"d[C]/dt = k[A][B]"と表されるため、右辺
の”k[A][B]”を「math」フィールドに入力します。ただし、数式には、Species名ではなく、id
を使用することに注意してください。

★"d[C]/dt"を表すために、「Predefined Functions」で「Mass_Action_Kinetics」を選択
する必要がありますか? サンプルのsim1.xmlではそのようになっていたので。★

(1)「KineticLaw」ダイアログボックスに戻り、一番上の「math」フィールドをクリックし
て、フィールド内にカーソルを表示させます。

(2)「k1 * s1 * s2」と入力します。

これで数式を入力することができました。

<Fig. 5-11 「math」フィールドへの入力>
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ヒント  クリックによる入力
上記の手順では、キーボードから数式を入力しましたが、入力フィールドの下に
あるボタンと、その下の「SelectedReaction」に表示されている図を利用し
て、クリックで入力することもできます。

下の各ボタンを押すと、それぞれ「+」「-」「*」「/」「(」「)」が入力されま
す。

図の中のコンポーネントをクリックすると、そのコンポーネントのidが入力され
ます。

たとえば、上記の数式の「k1 * s1 * s2」を入力するには、最初にキーボードで
「k1」とタイプし、次に、タンパク質A、「*」ボタン、「タンパク質B」、
「*」ボタンの順にクリックします。

(9) 最後に、ダイアログボックスの一番下にある「Update」ボタンをクリックします。そし
て、ダイアログボックスを閉じます。

■残りのKineticLawの設定

(1) 上記と同様の方法で、中央のReaction (re2)と右側のReaction (re3)にも、パラメータを
追加し、数式を入力してください。それぞれのKineticLawは次のとおりです。

 ・中央のReaction (re2)
 　　追加するパラメータ: k2、パラメータの初期値=0.01
 　　数式: d[D]/dt=k2[C]　(入力する数式は「k2 * s3」)

 ・右側のReaction (re3)
 　　追加するパラメータ: k3、パラメータの初期値=0.6
 　　数式: d[F]/dt=k3[D]　(入力する数式は「k3 * s4」)

(2) すべてのReactionにKineticLawを設定できたら、リストエリアで「Reactions」タブを
クリックし、各Reactionの「math」列に、設定した数式が正しく表示されているか確認
しましょう。

<Fig. 5-12 Reactionの「math」列に表示された数式>

(3) ファイルを保存します。

これで数理モデルが完成し、シミュレーションを実行する準備が整いました。
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コラム　　「Predefined Functions」

「KineticLaw」ダイアログボックスの「Predefined Functions」には、あらかじめ定義さ
れた2つの関数があり、この定義済み関数を使用して数式を「math」フィールドに入力する
ことができます。

なお、一番上の「NonPredefinedFunction」は特に関数が定義されていないことを示す項
目で、デフォルトで選択されています。定義済み関数を使わずに入力するときは、この項目
を選択しておきます。

■Mass_Action_Kinetics

質量作用による反応速度を示す関数で、速度は次のように定義されます。

　　　

「Mass_action_Kinetics」をクリックするとこの関数のパネルが表示されるので、「S1」
フィールドにSpeciesのID、「k」フィールドに定数を入力します。

たとえば、「S1」に「s7」、「k」に「2.0」と入力して「OK」をクリックすると、
「math」フィールドに「s7*k1」という数式が入力され、パラメータk1が「2.0」の値で登
録されます。

■Irreversible_Simple_Michaelis-Menten

不可逆の単純ミカエリス・メンテン式による反応速度を示す関数で、速度は次のように定義
されます。

　　　

「Irreversible_Simple_Michaelis-Menten」をクリックするとこの関数のパネルが表示さ
れるので、「S」「V」「k」の各フィールドに値を入力します。「S」はSpeciesのID、
「V」は最大速度、「k」は定数です。

たとえば、「S」に「s2」、「V」に「10」、「k」に「0.3」と入力して「OK」をクリッ
クすると、「math」フィールドに「(v1*s2)/(k1+s2)」という数式が入力され、パラメータ
v1とk1がそれぞれ「10」、「0.3」の値で登録されます。
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5.2 シミュレーションの実行
数理モデルを作成した後、同じツール内ですぐにモデルにシミュレーションを実行できること
がCellDesignerの大きな特長です。シミュレーションに必要な機能はコントロールパネル
(ControlPanel)にまとめられていて直感的で使いやすく、効率的にシミュレーションを進めら
れます。

5.2.1 シミュレーションの実行
前節で作成したシンプルな数理モデルを使用してシミュレーションを実行してみましょう。

(1) 作成した数理モデルがドローエリアに表示されていることを確認し、「Simulation」＞
「ControlPanel」メニューを選択します。

ControlPanelが表示されます。

<Fig. 5-13 ControlPanel>

ヒント  「Confirm Save」ダイアログボックス
「Simulation」＞「ControlPanel」メニューを選択したときに、モデルが未保
存の状態だと、保存を確認する「Confirm Save」ダイアログボックスが表示さ
れます。保存する場合は「Save」ボタンをクリックし、保存せずにシミュレー
ションを行なう場合は「Ignorer」ボタンをクリックします。

保存をせずにシミュレーションを実行すると、シミュレーション中にエラーが発
生した場合などに、未保存のモデルが失われることがあります。シミュレーショ
ンの前には、モデルを保存することをお勧めします。

ControlPanelは、シミュレーションに必要な機能を集めたダッシュボードのようなものです。
シミュレーションに関連する操作は、すべてのこのControlPanel内で行なうことができます。

左側のエリアは、シミュレーションに関連する値を設定したり、さまざまなシミュレーション
方法を選択したりする領域です。右側のエリアには、シミュレーションの結果が表示されま
す。また、ControlPanel独自のメニューバーもあります。

(2) シミュレーションを実行しましょう。ControlPanelの一番下にある「Execute」ボタン
をクリックしてください。

シミュレーションが実行され、すぐに結果のグラフが表示されます。
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<Fig. 5-14 シミュレーションの結果(1)>

シミュレーション中は右下にプログレスバーが表示されますが、この数理モデルはシンプルな
ので、シミュレーションは瞬時に完了します。

タンパク質(A、B、E、F)と複合体(C、D)が、それぞれ異なる色でグラフ化されていることが
わかります。

次に、いくつか条件を変えてシミュレーションを実行しましょう。

■タイムスパンの変更

終了時間(End Time)を100から200に変更して、シミュレーションを実行します。

(1) ControlPanelの左上にある「End Time」フィールドの値を「100」から「200」に変更
します。フィールド内をダブルクリックして直接数値を入力するか、横にある上矢印ボタ
ンをクリックして数値を変更してください。

<Fig. 5-15 「End Time」フィールドの変更>

(2)「Execute」ボタンをクリックします。

シミュレーションが実行され、前回とは少し異なる形のグラフが表示されます。

<Fig. 5-16 シミュレーションの結果(2)>
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■初期量の変更

次に、タンパク質Aの初期量を「0.7」に、Bの初期量を「0.4」に変更して、シミュレーション
を実行します。

(1) ControlPanelの左下のエリアで「Species」タブを選択します。

パスウェイモデルに含まれるすべてのSpeciesのリストが表示されます。このうち、青い色で示
されている列の値を変更することができます。

<Fig. 5-17 Speciesのリスト>

(2) s1の「InitialQuantity」列の値である「0.5」をクリックします。

この値を変更できるようになります。

(3) 「0.50」を「0.7」に書き換えて「Enter」キーを押します。

(4) 同様の方法で、s2の「InitialQuantity」列の値「0.2」を「0.4」に変更します。

Speciesのリストは次のようになります。

<Fig. 5-18 変更後のSpeciesのリスト>

(2)「Execute」ボタンをクリックします。

シミュレーションが実行され、前回とは少し異なる形のグラフが表示されます。

<Fig. 5-19 シミュレーションの結果(3)>

5 - 10



■パラメータの変更

最後に、パラメータk1の初期値を「30.0」に変更して、シミュレーションを実行します。

(1)左下のエリアで「Parameters」タブを選択します。

すべてのパラメータのリストが表示されます。Speciesの場合と同様に、青い色で示されてい
る列の値を変更できます。

<Fig. 5-20 パラメータのリスト>

(2)k1の「Value」列の値「0.3」を「30.0」に変更します。

パラメータのリストは次のようになります。

<Fig. 5-21 変更後のパラメータのリスト>

(2)「Execute」ボタンをクリックします。

シミュレーションが実行され、異なる形のグラフが表示されます。

<Fig. 5-22 シミュレーションの結果(4)>

■初期化

Speciesとパラメータの値を変更しましたが、最初の状態に戻しておきましょう。

(1) ControlPanelの一番下にある「Initialize」ボタンをクリックします。

これで、左下のリストにあるすべての値が初期化されて初期状態に戻ります。「Species」タブ
と「Parameter」タブをクリックして、変更した値が元の値に戻っていることを確認してくだ
さい。
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5.2.2 シミュレーション結果の確認
これまでの操作からわかるように、シミュレーション結果は右側のエリアに表示されます。こ
の結果についても、いくつかの操作をすることができます。

■表形式での表示

シミュレーションの結果を表形式で表示できます。

(1)右側のエリアで「Table」タブをクリックします。

シミュレーション結果が表形式で表示されます。

<Fig. 5-23 表形式で結果表示(「Species」タブ)>

モデル内の各Speciesの値が時系列で示されていることがわかります。

(2)「fluxes」タブをクリックします。

各Reactionでの流量の値が時系列で示されます。

<Fig. 5-24 表形式で結果表示(Fluxes)>

(3)「Graph」タブをクリックし、グラフ表示に戻しておきます。

表形式で表示されたデータは、コピー＆ペーストといった方法で、Excelなどのスプレッドシー
トにデータを移すことができます。
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■グラフの操作

シミュレーション結果を表示したグラフには、次のような操作を行うことができます。
　・表示内容の変更
　・表示するコンポーネントの選択
　・色の変更
　・縦軸と横軸のスケールの変更
　・散布図での表示
　・グラフの保存と印刷

いずれも簡単な方法で実行できますが、ここではタンパク質Aと複合体Cだけを表示し、グラフ
を散布図に変え、これをPNGイメージとして保存してみましょう。

(1) グラフの右上にある凡例のチェックボックスで、C (複合体)とE(タンパク質)だけにチェッ
クマークを付け、他のSpeciesのチェックマークを消去します。

グラフには、CとEだけのデータが表示されます。

<Fig. 5-25 CとEだけのグラフ表示>

(2) グラフの下にある「show scatter plot」にチェックマークを付けます。

グラフが散布図に変わります。

<Fig. 5-26 散布図(1)>
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(3)「reverse」にチェックマークを付けます。

X軸とY軸が入れ替わります。

<Fig. 5-27 散布図(2)>

このグラフをPNGイメージとして保存します。

(4) ControlPanelのメニューバーで「File」＞「Save Image / Print」を選択します。

「Image Config Dialog」が表示されます。

<Fig. 5-28 Image Config Dialog>

ここで「Config」ボタンをクリックすると「Chart Properties」ダイアログボックスが表示さ
れ、タイトル、凡例、目盛り、色など、グラフのさまざまな要素を変更できます。ここでは、
デフォルトのまま保存しましょう。

(5)「Save Image」ボタンをクリックします。「Save Image」ダイアログボックスが表示さ
れます。

(6) 保存作のフォルダ、ファイル名、ファイルの種類(この場合は「PNG files(*.png)」を指定
して、「Save」をクリックします。

これで、シミュレーション結果のグラフがイメージファイルとして保存されます。
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5.2.3 シミュレーションの保存
シミュレーションの結果と条件をファイルに保存することができます。結果の保存と条件の保
存には、異なるメニューコマンドを使用します。

■シミュレーション結果の保存

シミュレーション結果を保存するには、次のように操作します。

(1) ControlPanelのメニューバーで、「File」＞「Save」メニューまたは「File」＞「Save 
As」メニューを選択します。

(2)「Select file」ダイアログボックスが表示されるので、保存先のフォルダとファイル名を指
定し、「保存」をクリックします。

数理モデルを表す.xmlファイルと、結果を示すテキストファイル(result.txt)が作成されます。
このテキストファイルは、自動的に作成される結果用のフォルダの下に保存されます。

たとえば、「MySimulation」という名前を指定して結果を保存すると、次のようなファイル
とフォルダが作成されます。
 MySimulation.xml　←数理モデルを表す.xmlファイル
 ¥MySimulation_Result¥t1_result¥result.txt　←結果を示すテキストファイル

(「MySimulation_Result」と「t1_result」は自動的に作成されるフォルダです)

ヒント  結果の保存先を分ける

シミュレーション結果を保存すると、数理モデルの.xmlファイルが作成されま
す。このため、結果を保存するフォルダは、モデル構築用のフォルダと異なる
フォルダにするとよいでしょう。

■シミュレーション条件の保存

シミュレーションの条件を保存するには、次のように操作します。

(1) ControlPanelのメニューバーで「File」＞「Save Condition」メニューまたは「File」＞
「Save Condition As」メニューを選択します。

(2)「Select file」ダイアログボックスが表示されるので、保存先のフォルダとファイル名を指
定し、「保存」をクリックします。

シミュレーション条件を示す.xmlファイルと、結果を示すテキストファイル(result.txt)が作成
されます。このテキストファイルは、結果の保存時と同様に、結果用のフォルダの下に保存さ
れます。

条件を表すファイルは、SEDMLというシミュレーション条件を保存するデファクトスタンダー
ドのファイル形式で作成されます。このため、このファイルは、同じモデルを別のシミュレー
タでシミュレーションするときにも再利用できます。

条件ファイルの名前は、指定したファイル名に「_sed」というサフィックスが付いたものにな
ります。たとえば、「MySimulation」という名前を指定して条件を保存すると、次のような
ファイルとフォルダが作成されます。

5 - 15



 MySimulation_sed.xml ←　シミュレーション条件を示すSEDML形式のファイル
 ¥MySimulation_Result¥t1_result¥result.txt　←結果を示すテキストファイル

(「MySimulation_Result」と「t1_result」は自動的に作成されるフォルダです)

ヒント  条件の保存先を分ける
シミュレーションの条件を保存すると似たような名前のファイルが作成されるの
で、条件を保存するフォルダは、モデル保存用のフォルダと異なるフォルダにす
るとよいでしょう。

参 照  シミュレーションの詳細とExperimentによる条件の管理
この章では、簡単なパスウェイモデルを例にとり、数理モデルの構築とシミュ
レーションの実行について基本的なことを説明しました。

次の第6章では、シミュレーションに必要なSBMLの要素とその設定方法や、パ
ラメータスキャン、インタラクティブシミュレーションの実行方法など、シミュ
レーションに関するより高度な内容について説明します。

また、CellDesigner 4.2から、Experimentと呼ばれる方法を使用してシミュ
レーション条件を管理する機能が追加されています。Experimentの使い方の詳
細については、「6.3 Experimentによるシミュレーション条件の管理」を参照
してください。
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